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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　アデノイド，口蓋扁桃肥大による上気道閉塞のため夜間睡眠障害をきたした6例につき睡眠時，肺動

脈圧モニターを施行した．全例男児で検査時年齢は2歳1ヵ月から5歳10ヵ月（平均：3歳7ヵ月）で

ある．6例中4例に肥満を認めた．全例に心臓カテーテル検査を行ない，検査後主肺動脈にカテーテル

を留置し，当日夜，自然睡眠下で肺動脈圧をモニターし，同時に症例2を除いた5例に経時的血液ガス

分析を行なった．症例6を除いた5例に検査後1日から1ヵ月の間にアデノイド，口蓋扁桃摘出術を行

なった．胸部レ線で6例中3例に心拡大を認め心電図でも6例中4例に右室負荷像を認めた．血液ガス

所見では睡眠の深さと共に全例に呼吸性アシドーシスの所見がみられ覚醒により全例正常化した．room

air下で検査した症例3，5では同時に低酸素血症を認めた．心臓カテーテル検査では全例が軽度ないし

中等度の肺高血圧を認めるにすぎなかったが，自然睡眠下での肺動脈圧は有意な上昇を示し，覚醒で有

意な低下を示した．本研究で低酸素血症がみられなくても全例に呼吸性アシドーシスを認め，全例に夜

間モニターで肺高血圧の増悪を認めたことより，低酸素血症ぼかりでなく呼吸性アシドーシスの存在も

肺高血圧を増悪させる重要な役割を演じているものと思われた．

　　　　　　　　　はじめに

　アデノイド，口蓋扁桃肥大による上気道閉塞から肺

性心が生じているであろうと云う報告は1968年の

Menashe1）の報告以来，多数報告されているが，両者の

因果関係について明確に論じた文献は少ない．今回，

著者らは上気道閑塞症状が夜間睡眠時に発症しやすい

ことに着目し，アデノイド，口蓋扁桃肥大患者の夜間

睡眠時の肺動脈圧を測定した結果，興味ある知見を得

たので報告する．

別刷請求先：（〒193）

　　　　　都立八王子小児病院小児科　片桐　庸雄

　　　　　　　対　　象（表1）

　対象は扁桃肥大のためいびきがひどく夜間睡眠障害

を認めた6例である．検査時年齢は2歳1カ月から5

歳10ヵ月（平均：3歳7ヵ月）である．全例男児で6

例中4例に肥満を認めた．症例4は極小未熟児で出生

し呼吸窮迫症候群（Respiratory　distress　syndrome：

RDS）を発症し気管肺異形成（Bronchopulmonary

dysplasia：BPD）を合併している．症例6はダウン症

で，1歳5ヵ月で心室中隔欠損症の根治手術を行なっ

ている．その他の症例は基礎疾患をもちあわせていな

い．
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表1　症例一覧表

心カテ所見 肺動脈圧モニター 血　液　ガ　ス

症　　例
口蓋扁桃
肥　　大

アテノイド
肥　　　大

心胸郭比 心　電　図 睡　　　眠 覚　　　醒
睡眠 覚醒

軒発症
年　齢

その他

AO圧 PA圧
AO圧 PA圧 AO圧 PA圧

PH 7．14 7．32

　①
1．Y　男

4歳7ヵ月

III　度 （＋） 51％
RVH（＋）

肺性P（＋）

120／70

（m＝91）

40／28

（m＝34）

110／50

（m＝76）

57／50

（m＝53）

104／60

（m＝78）

38／24

（m＝30）
PaCO2 102 40 3歳 肥満あり

PaO2 100 115

　②
S．T　男

5歳10ヵ月

II～III度 （＋） 43％ 正　　　常
86／64

（m＝73）

27／12

（m＝18）

124／56

（m＝85）

45／30

（m＝36）

106／58

（m＝78）

25／11

（m＝17）
未　施　行 3歳 肥満あり

PH 7．23 7．48

　③
N．S　男

3歳3ヵ月

II～III度 （＋） 58％
RVH（＋）

肺性P（＋）

100／60

（m＝77）

37／18

（m＝27）

122／72

（m＝93）

100／30

（m＝60）

128／60

（m＝89）

55／31

（m＝30）
PaCO2 69 38 1歳 肥満なし

PaO2 35 83

PH 7．21 7．41

　④
N．T　男

2歳1ヵ月

II～III度 （＋） 58％
RVH（＋）

肺性P（ヰ）

90／40

（m＝63）

40／21

（m＝30）

97／39

（m＝61）

74／16

（m＝40）

103／49

（m＝67）

57／17

（m＝34）
PaCO2 75 42

1歳

8ヵ月

在胎25週

850gで出生

BPD（＋）
PaO2 127 70

PH 7．25 7．43

　⑤
A．S　男

3歳3ヵ月

III　度 （＋） 67％
RVH（＋）

肺性P（＋）

100／65

（m＝85）

40／17

（m＝27）

120／48

（m＝78）

102／60

（m＝78）

120／50

（m＝80）

38／8

（mニ20）
PaCO2 74 41

2歳

3ヵ月
肥満あり

PaO2 50 84

PH 7．28 736
　⑥
F．J　男

3歳2ヵ月

II　度 （＋） 50％ 正　　　常
88／62

（m＝73）

44／13

（m＝26）

112／49

（m＝73）

51／10・

（m＝28）

96／47

（m＝66）

41／13

（m＝25）
PaCO2 50 45 2歳

1歳5ヵ月

でVSDの
根治手術PaO2 87 111

　　　　　　　　　　方　　法

　全例に心臓カテーテル検査を行ない，検査後主肺動

脈にカテーテルを留置し，当日の夜間自然睡眠下で仰

臥位の姿勢で肺動脈圧を持続的に測定した．同時に症

例2を除いた5例に足背動脈カニュレーションにより

経時的に動脈血の血液ガス分析を行なった．症例3，

5，6はroom　air下で検査を行なったが，その他の3

例は肺動脈圧モニター時に50％酸素の投与を行なっ

た．症例6を除いた5例に検査後1日から1ヵ月の間

にアデノイド，口蓋扁桃摘出術を行なった．症例4，

5は扁桃摘出後，再度同様に心臓カテーテル検査及び

肺動脈モニターを施行した．

　　　　　　　　　　結　　果

　頚部レ線所見：全例に頚部レントゲン写真でアデノ

イドによる鼻咽頭の狭小化を認めた．

　胸部レ線所見：6例中3例に心拡大を認めた．症例

3では検査時心胸郭比は58％と心拡大を認めたが，術

後1年経過し臨床症状は改善し，心胸郭比も53％に縮

小した（図1）．

　心電図所見：6例中4例に右室負荷像，肺性Pを認

めた．

　血液ガス所見：睡眠の深さと共に全例に動脈血二酸

化炭素分圧の上昇とpHの低下を認め呼吸性アシドー

シスの所見がみられた．覚醒により全例で血液ガス所

見は正常化した．room　air下で検査した症例3，5で

は同時に低酸素血症を認めた．

　肺動脈圧所見（図2）：心臓カテーテル検査では全例

が軽度ないし中等度の肺高血圧を認めるに過ぎなかっ

たが，自然睡眠下で肺動脈圧は有意な上昇を示し，覚

醒で有意な低下を示した．症例4ではアデノイド，口

蓋扁桃摘出術後11ヵ月で，症例5は術後2日で睡眠時

の肺動脈圧の測定を行なったが両者共に肺動脈圧は上

昇せず，アデノイド，口蓋扁桃摘出術が肺高血圧症の

改善に有効であると思われた．

　　　　　　　　　　症例呈示

　以下症例1，4の臨床経過を示す．

　症例1．4歳7ヵ月，男児．

　主訴：いびき，睡眠障害，肥満．

　現病歴：3歳より肥満傾向となり，いびき，睡眠障

害が出現し，3歳6ヵ月で耳鼻科でアデノイド，口蓋

扁桃肥大を指摘されて4歳7ヵ月で当院へ入院とな
る．
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　入院時所見：肥満度は36．4％でアデノイド顔貌を呈

していた．口蓋扁桃はIII度肥大で，頚部レ線で矢印で

示すアデノイド，口蓋扁桃が上気道を狭小化していた

（図3）．胸部レ線では心胸郭比は51．4％と心拡大は認

めなかった．心電図でPIIの増高，　V1で高いR波，　V5

V6で深いS波を認め右房負荷，右室負荷像を呈してい

た（図4）．

　経過：自然睡眠下で肺動脈脈圧をモニターし血液ガ

ス分析を行なった．睡眠の深さと共に肺動脈圧は上昇

し，それと共に動脈血二酸化炭素分圧も上昇し，最高

102mmHgに達し，　pHも漸次低下していった．呼吸性

アシドーシスも著明となったので背臥位から坐位に体

位を変換した．その後は肺動脈圧は低下し，呼吸性ア

シドーシスも改善された（図5）．検査後翌日にアデノ

イド，口蓋扁桃摘出術を行ない，頚部レ線でも上気道

の狭小化が改善された（図3）．同日夜，再度経時的に

血液ガス分析を行なったが，動脈血二酸化炭素分圧の

上昇は認めなかった．そして，術後3ヵ月の心電図で

は右房負荷像，右室負荷像は消失していた（図4）．

　症例4．2歳1ヵ月，男児（表2）．

　主訴：いびき．

　妊娠分娩歴：在胎25週，850gで出生．

　経過：生後1日から216日まで産院に入院した．

RDSにて生後1日から87日まで長期間にわたって人工

呼吸をうけ，BPDを併発し，このため呼吸器感染症を

頻回に繰り返している．11ヵ月で胸部レ線で心胸郭比

60％と心拡大を認め，心電図でも右室負荷像を認めた．

1歳で心臓カテーテル検査を行ない，肺高血圧症の所

見を得た．この時の肺高血圧はBPDによるもの28）と

考えた．1歳8ヵ月頃よりいびきが著明となり，1歳

11ヵ月で耳鼻科でアデノイド，口蓋扁桃肥大と診断さ

れた．2歳で心臓カテーテル検査，肺動脈圧モニター，

経時的血液ガス分析を行なった結果，自然睡眠下で肺

動脈圧の上昇，動脈血二酸化炭素分圧の上昇を認めた．

2歳1ヵ月でアデノイド，口蓋扁桃摘出術を行ない，

その後はいびきは軽減した．3歳で再度同様の検査を

行なったが，肺動脈圧は低下しており，自然睡眠下で

も肺動脈圧は上昇せず，動脈血二酸化炭素分圧の上昇

も認めなかった．
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図3　症例1
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表2　症例4（BPD後扁桃肥大をきたした症例）

心カテ 肺動脈圧モニター 血液ガス 扁桃，アテノイド肥大

肺動脈圧 睡　眠 覚　醒 睡　眠 覚　醒

1歳
60／34

m＝44
な　　し

PH 721 7．41

2歳
40／21

m＝30
74／16

m＝50
57／13

m＝33
PaCo2 75 43 あ　　り

PaO2 127 70

PH 7．29 7．30

3歳
39／15

m＝27
45／8

m＝26
38／10

m＝26
PaCo2 43 42 摘出後
PaO2 87 133

　　　　　　　　　　考　　按

　小児では閉塞性睡眠時無呼吸（Obstructive　sleep

apnea：OSA）の場合，63％29）～72％30）はアデノイド，

口蓋扁桃肥大が原因と云われている．そのような病態

については既に本邦で1938年に竹澤16）により報告され

ているが，残念ながら当時，上気道閉塞による呼吸障

害と肺性心との因果関係については明確に意識されて

いなかった．その後1968年Menasheがアデノイド，口

蓋扁桃肥大による夜間の慢性上気道閉塞が肺性心を発

症させると報告1）して以来，欧米でそのような報告は

66例1）一一15）4°）におよび，本邦では本症例を含めると37

例16）一一27）W告されている．それらのなかで実際に心臓カ

テーテル検査で肺高血圧を確認した症
例1）3）5）8）一一12｝15）17）一’19）22）24）25）27）は37例（36％）認める．しか

し，睡眠時に肺動脈圧を測定したのは本症例を除くと

7例1）3）8）17）22）27）にすぎず，しかもいずれも断片的な経

験に留っている．大部分は肺性心の原因は換気障害に

よる肺高血圧と推定しているものの，上気道閉塞と肺

高血圧との因果関係について明確に論じた文献は少な

い．

　扁桃肥大による上気道閉塞症状が夜間睡眠時におき

やすいことに着目し夜間睡眠時の肺動脈圧を測定する

こととした．その結果，著者らは心臓カテーテル検査

時よりも夜間睡眠時に肺動脈圧が著明に上昇すること

を確認した．過去の肺動脈圧を測定した上気道閉塞の

症例をみると必ずしも肺動脈圧は高くない．1980年の

菊池の報告18）でも心拡大が著明で心電図でも右室負荷

像，右房負荷像を認めるにもかかわらず心臓カテーテ

ル検査では軽度ないし中等度の肺高血圧を認めるにす

ぎない（表3）．これは，後述する睡眠時に上気道閉塞
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表3　扁桃肥大による肺性心の症例

菊　池1980iS）

症　　例
①Y．H．2歳5ヵ月♂ ②M．E，1歳8ヵ月♂ ③Y．H．2歳4ヵ月♂ ④M．O．7歳　♂

、麟窃♀
⑥Y．H．7歳　♂ ，訟弗♂ 鷲Y否

胸部レ線所見 CTR　60％ CTR　74％ CTR　70％ CTR　80％ CTR　70％ CTR　51％ CTR　67％ CTR　60％

心電図所見 RVH
肺性P

RVH，　RAD
　肺性P

RVH，　RAD
　肺性P

RVH
肺性P

RVH RVH RVH
IRBBB

RVH，　IRBBB
肺性P

血液ガス

PO276
PCO253．5
pH　7．175

BE－3

PO246
PCO262．1
pH　7．178

BE－7

PO281．5
PCO245．7
pH　7．346

BE－12

PO2120．8
PCO241．7
pH　7．344

BE－3．1

PO273．4
PCO243．l
pH　7．363

BE－1．1

心カテ所見

mPA圧
32／12m＝19

mPA圧
45／20m＝30

（11ヵ月の時）

　mPA圧
56／23m＝36

　mPA圧
40／16m＝30

mPA圧
30／15m＝20

mPA圧
40／15m＝27

mPA圧
40／4m＝20

肺　機　能
％VC57％
％RV31％

％VC67％
％RV30％

が強くなるということに比べ，カテーテル検査時は麻

酔管理ということで頚部の伸展，エアウエイの挿入，

気管挿管などにより気道が確保されているためと考え

る．

　本研究で自然睡眠中，睡眠が深くなるにつれ，いび

きが強くなり陥没呼吸も出現し，体動も激しくなり背

臥位の姿勢で全例に動脈血二酸化炭素分圧の上昇を示

し上気道閉塞が強くなることを認めた．この夜間の上

気道閉塞の原因として扁桃肥大による機械的な閉塞に

加え，おとがい舌筋の筋緊張が重要な要素となってい

る．おとがい舌筋はおとがい舌骨筋と共に舌をひきあ

げ舌骨を前方にむけpharyngeal　airwayの開存を保

つ．その作用は覚醒時，臥位で増加し頚部の屈曲で更

に増加する31）．また，呼吸でも影響され，呼気でおとが

い舌筋の筋緊張が増加する32）．しかし，睡眠時では横隔

膜以外への呼吸運動神経の伝達は減弱し，その結果，

おとがい舌筋の筋緊張は低下しpharyngeal　airway

の閉塞が生じる33）34）．このように生理的に睡眠時は上

気道閉塞がおきやすい状態であり，それに加えてアデ

ノイド，口蓋扁桃肥大があれぽ上気道閉塞症状が強く

なることは十分に肯ける．

　上気道の閉塞が起きるとどうして肺高血圧が生じる

のであろうか．一つには低酸素血症がその主な原因と

する説である．上気道閉塞による肺高血圧は慢性の低

酸素血症が肺小動脈を収縮させ中膜層を発達させるこ

とによって生じるということは諸家により推定されて

いる5）1°）12）18）2°｝35）一一38）．著者らは本研究で睡眠が深くな

るにつれて肺動脈圧が呼吸運動に合わせて変動するこ

とを経験した．これは上気道の閉塞の増強とともに，

吸気時に胸腔内圧が陰圧になるためと思われる．胸腔

内圧の著しい変動は，肺毛細血管のleakageをもたら

し肺水腫を発症させると云われており2）5）9）1°｝，それが

低酸素血症を助長するものと考えてもおかしくない．

しかし，本研究では睡眠中に低酸素血症を認めたのは

2例のみである．

　他の説としては呼吸性アシドーシスが原因とする説

である．本研究では検査時，6例中3例に酸素投与を

行なっており，低酸素血症がみられなくても，全例に

呼吸性アシドーシスを認め，全例に夜間モニターで肺

高血圧の増悪を認めた．Rudolph39｝によると動物実験

で100％酸素投与で低酸素血症が存在しなくてもpH

が低下すれば肺動脈圧は上昇し肺血管抵抗は増加する

と云われている．また，低酸素血症が存在してもpHが

7．3以上あれば肺動脈圧はほとんど変化せず，逆にpH

が7．3以下の場合は相乗的に低酸素血症と作用し肺動

脈圧を上昇させると云われていおり，低酸素血症ぽか

りでなく，アシドーシスの存在も肺高血圧を増悪させ

る重要な因子37）1°）と思われる．

　　　　　　　　　　結　　語

　1）アデノイド，口蓋扁桃肥大に伴う肺性心6例に睡

眠時肺動脈圧モニターした結果，深睡眠時に動脈血酸

素分圧の低下，アシドーシスの進行と共に肺高血圧の

増強がみられた．

　2）本症患児の心拡大，右室肥大が心臓カテーテル検

査時の軽症ないし中等症の肺高血圧に比較し不釣合に

著しいのは，主としてこの睡眠時の肺高血圧の増強に

よるものと思われた．

　3）アデノイド，口蓋扁桃摘出により症状は劇的に改
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善された．

　本論文の概要は第22回日本小児循環器学会にて発表し

た，
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The　Pulmonary　Pressure　Monitor　of　Cor　Pulmonale　due　to　Upper　Airway

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Obstruction　During　Natural　Sleep

Tsuneo　Katagiri，　Katsuhiro　Yoshitake，　et　al

Tokyo　Metropolitan　Hachioji　Children’s　Hospital

　　　Six　cases　with　pulmonary　hypertension　due　to　upper　airway　obstruction　caused　by　enlarged

tonsils　and　adnoid　were　described，　All　cases　were　male，　ages　ranged　between　2　years　l　month　and　5

years　10　minths（mean　age　3　years　7　months）．　Cardiac　catheterization　was　done　in　all　cases．　The

catheter　was　left　in　the　main　pulmonary　artery　during　natural　sleep．　Simulatneously，　arterial　blood

gases　were　analyzed．

　　　Although　the　data　of　hemodynamic　examination　with　sedation　and　neck　extended　during　the

catheterization　procedure　showed　mild　or　moderate　pulmonary　hypertension，　pulmonary　arterial

pressure　during　natural　sleep　was　significantly　raised　and　respiratory　acidosis　developed．　upon

awakening，　the　pulmonary　arterial　pressure　returned　to　a　mild　pulmonary　hypertensive　state．　All

cases　except　one　underwent　adenoidectomy　and　tonsillectomy．　After　operation，　these　changes

disappeared．
　　　　In　this　study，　we　concluded　that　no　only　hypoxemia　but　also　respiratory　acidosis　during　natural

sleep　can　play　an　important　role　in　the　pathogenesis　of　pulmonary　hypertension　in　children　with　upper

airway　obstruction　due　to　tonsillar　and／or　adenoid　hypertrophy．
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